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四国中央市

7/16（土）
雨天時7/17（日）
20：00～ 20：50

（予定）

かわのえ夏まつり
花火大会

❶川之江港
❷四国中央市川之江観光協会
☎0ＤＥＢ（2Ｄ）Ｂ1Ｄ7

岸壁より約3１000発の打上げ花火や仕掛け花火が打
上げられます。さらに八幡神社の境内に露店が立ち
並びます。【前年開催日：7/1Ｄ】

四国中央市
7/23（土）～
7/25（月）

みなと祭・
みなと祭花火大会

❶三島商店街、三島港ほか
❷みなと祭実行委員会事務局
　（四国中央市観光交流課内）
☎0ＤＥＢ（2Ｄ）Ｂ1Ｄ7

おどり大会（23日）・ナイトバザール（24日）・花火
大会（2Ａ日※荒天の場合は翌日2Ｂ日に延期）笹かざ
り等が行われます。

四国中央市
7/30（土）・
7/31（日）
（予定）

四国中央紙まつり

❶川之江商店街周辺（ふれあい広場）他
❷紙まつり実行委員会事務局
　（四国中央市産業支援課内）
☎0ＤＥＢ（2Ｄ）Ｂ1ＤＢ

手すき工程をアレンジした紙おどりや紙製品の即売、
そのほか各種イベントが行われます。

【前年開催日：7/2Ａ・7/2Ｂ】

新居浜市
7/1（金）～
8/31（水）
（予定）

風鈴まつり

❶マイントピア別子
❷マイントピア別子　
☎0ＤＥ7（43）1Ｄ01
hががp://くくく.beかかhi.com/

鉱山列車が風鈴列車に！風鈴の音を聞きながら、ゆっ
くり渓谷美を楽しみませんか？また、全国の珍しい
風鈴を展示します。【前年開催日：7/1～ Ｄ/31】

新居浜市 7/3（日）あじさい祭り

❶森林公園ゆらぎの森（パーゴラ内）
❷作楽工房またはオーベルジュゆらぎ
☎0ＤＥ7（Ｂ4）22Ａ2・0ＤＥ7（Ｂ4）2220
hががp://beかかhiけama.com/けきおagi/

ゆらぎの森園内の山アジサイ等も見頃をむかえます。
作楽工房では、別途料金で苔玉、炭山水作りができ
ます。オリジナル作品を作製し、自宅の玄関などに
いかかでしょうか？

新居浜市
7/3（日）
（予定）

第13回
マリンパーク新居浜
アクアスロン大会

❶マリンパーク新居浜
❷マリンパーク新居浜アクアスロン大会事務局
☎0Ｅ0（Ｄ2ＤＡ）ＤＥ24

（担当：三由）

スイムとランを組み合わせたアクアスロン大会です。
マリンパーク新居浜の海浜公園内の海で泳ぎ、キャ
ンプ場周辺を走ります。参加できるのは、海で泳げ
る自信のある未就学児、小学生、中学生です。スイ
ムとマラソンを分担するリレー部門やファミリー部門
もありますので、家族で楽しむこともできます。

【201Ａ年中止】

愛媛県
新居浜市

7/9（土）～
9/19（月・祝）

県総合科学博物館特別展
「スゴ技」（仮）

❶愛媛県総合科学博物館
❷愛媛県総合科学博物館
☎0ＤＥ7（40）4100
hががp://くくく.i２kahakき.jp/
kikakき@i２kahakき.jp

愛媛県東予地方はものづくり産業が盛んに行われて
おり、平成2Ａ年の製造品出荷額は3兆円を超えまし
た。展示では、愛媛が誇るものづくり企業のスゴ技
を紹介します。

新居浜市
7月上旬
（予定）

第７回マリン村
❶マリンパーク新居浜
❷新居浜商工会議所青年部
☎0ＤＥ7（33）ＡＡＤ1

「とにかく新居浜を明るくしたい！元気にしたい！」と
市民一体化のイベントを企画。新居浜物産市・出展
ブースの催し・魚のつかみ取り・ちびっこスイカ割
り・宝さがし・フラダンスなどを開催します。【前年
開催日：7/12】

新居浜市
7/15（金）～
8/31（水）
（予定）

ミネラルフェアー

❶マイントピア別子
❷マイントピア別子　
☎0ＤＥ7（43）1Ｄ01
hががp://くくく.beかかhi.com/

夏休み恒例のイベント。世界の原石、鉱石などの展
示即売を実施します。【前年開催日：7/1Ｄ ～ Ｄ/31】

新居浜市 7/16（土）
池田池をわたる風と
マンドリン

❶池田池公園
❷船木公民館
☎0ＤＥ7（41）Ｂ003

池田池公園のステージで夕日を背景にし、演奏会が
始まります。小、中学生による演奏に、フラありよさ
こいあり、最後にマンドリンの演奏に酔いしれます。

新居浜市
7/17（日）
（予定）

夏祭り
❶高津公民館
❷高津公民館
☎0ＤＥ7（32）3320

盆踊りや迷路、各種模擬店、ビンゴゲームなど子ど
もからお年寄りまでが楽しめる夏祭りです。【前年開
催日：7/1Ｅ】

新居浜市
7/17（日）
（予定）

宮西校区夏祭り
❶宮西小学校
❷口屋跡記念公民館
☎0ＤＥ7（32）Ｄ430

やぐらを囲み地域住民が輪になり口屋音頭他盆踊り
の曲を一緒に踊ります。宮西小PTＭの出店があり
２０時からは盛大に花火を打ち上げます。【前年開催
日：7/1Ｅ】

新居浜市
7/17（日）
（予定）

すみの夏祭り
❶角野公民館、角野小学校グラウンド
❷角野公民館
☎0ＤＥ7（43）4717

角野小学校グラウンドとみどりの教室において盆踊
り、各種バザーが開催されます。土俵では、小学生
によるちっびこ相撲の白熱した取り組みが行われま
す。【前年開催日：7/20】

新居浜市
7/21（木）～
8/30（火）
（予定）

オーベルジュゆらぎの夏
休み

❶森林公園ゆらぎの森
❷作楽工房またはオーベルジュゆらぎ
☎0ＤＥ7（Ｂ4）22Ａ2・0ＤＥ7（Ｂ4）2220
hががp://beかかhiけama.com/けきおagi/

ご宿泊者にはカブトムシ・クワガタなどの昆虫をプ
レゼント！夜には満天の星空でバーベキュー！作楽工
房では夏休みの工作の宿題が完成します。ゆらぎの
森で涼しい夏休みをお過ごしください。【前年開催
日：7/1Ｅ ～ Ｄ/31】

新居浜市 7/29（金）にいはま納涼花火大会
❶国領川河川敷（平形橋北側）
❷新居浜商工会議所
☎0ＤＥ7（33）ＡＡＤ1

打ち上げ数約Ｄ１000発を誇る四国最大級の花火大会
です。スターマインなど大輪の打ち上げ花火が夜空
を彩り、美しい仕掛け花火が川面に映えます。特に
約400mのナイアガラの大瀑布は必見です。

新居浜市
7月下旬の土曜日

（予定）
稲荷市

❶喜光地商店街
❷喜光地商栄会
☎0ＤＥ7（41）Ａ420

商店街のアーケード内に多数の出店が立ち並びます。
また、うなぎつかみ大会、ビンゴゲーム大会など、
楽しいイベントも盛りだくさんです。【前年開催日：
7/2Ａ】
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新居浜市
7/31（日）

（予定）
にいはま夏まつり

❶銅夢にいはま・昭和通り・登り道商店街
❷新居浜商店街連盟
☎0ＤＥ7（37）ＢＢ77

市民の方への御礼の気持をこめて30年以上続けてい
ます。最近のテーマは「にっぽんの男祭り」。各地区
自慢の太鼓台が集結し、秋祭りとは違ったパフォー
マンスを繰り広げます。【前年開催日：Ｄ/2】

西条市
7/1（金）～

7/10（日）
石鎚山お山開き 祭

❶成就社～石鎚山頂
❷石鎚神社　
☎0ＤＥ7（ＡＡ）4044

西日本最高峰・「日本七霊山」のひとつに数えられる
石鎚山のお山開き。3体の御神像を先達が背負って
頂上へ駆け上ります。

西条市
7/20（水）
（20時～）

西条市おかげん祭市民
花火大会

祭
❶壬生川内港
❷西条市おかげん祭市民花火大会実行委員会
☎0ＤＥＤ（ＢＡ）ＡＤ47

4１Ａ00発余りの花火の光や音に、拍手やどよめきが
天と地からわき起こる100年の伝統の花火です。子
供は未来に夢を馳せ、大人は童心にかえる、東予の
風物詩です。

西条市

7/29（金）
前夜祭

7/30（土）
きうり封じ

きうり封じ 祭

❶世田薬師（栴檀寺）
❷世田薬師　
☎0ＤＥＤ（ＢＢ）Ａ417
hががp://くくく.かeがaけakきかhi.oお.jp/

年1回土用の丑の日にきゅうりに病者の氏名、病名を
記したお札を添え、祈祷ののち本堂裏の穴に埋め、
病苦をきゅうりに封じこめる儀式です。

西条市
7/30（土）・

7/31（日）
（予定）

小松町ふるさと祭り
❶小松駅前通り
❷周桑商工会小松支所
☎0ＤＥＤ（72）211Ｅ

笹飾りが並ぶ駅前通りで、初日はのど自慢大会、う
なぎのつかみどり、ビアガーデンなど、二日目は小
松音頭にあわせた道中踊り、小松囃子のダンス、仮
装行列（大名行列）、宝投げなど各種イベントが催さ
れます。【前年開催日：7/2Ａ・2Ｂ】

今治市 7/10（日）
第31回
朗読コンサート

❶今治市中央公民館
❷今治市中央公民館
☎0ＤＥＤ（32）2ＤＥ2

童話・民話などの朗読に、音響・照明効果を加えて
発表を行い、子どもたちに本の楽しさを理解しても
らうイベントです。

今治市
7/16（土）

（予定）
菊間夏まつり2016

❶瓦のふるさと公園
❷越智商工会菊間支所
☎0ＤＥＤ（Ａ4）2007

各種バザー、ライブコンサート、太鼓、ゲストによ
るトークショー、お楽しみ抽選会等が行われる夏祭
りイベントです。夜には花火大会が開催されます。

【前年度開催日：7/1Ｄ】

今治市
7/17（日）

（予定）
三島水軍鶴姫まつり

❶大三島町・大山祇神社参道宮浦港前広場
❷しまなみ商工会大三島支所
☎0ＤＥ7（Ｄ2）07ＥＡ

瀬戸内のジャンヌ・ダルクと呼ばれる「鶴姫」を偲
ぶお祭りです。公募にて選ばれた鶴姫を先頭に行わ
れる鶴姫行列や櫂伝馬競漕が行われます。会場では
イベントが行われ、屋台が並び、たくさんの観客で
賑わいます。【前年度開催日：7/1Ｅ】

今治市
7月下旬
（予定）

水軍レース大会
❶宮窪町能島沖（村上水軍博物館前）
❷水軍レース実行委員会（宮窪町漁業協同組合内）
☎0ＤＥ7（ＤＢ）200Ｄ

村上水軍の復元船である小早船に12人が乗り込みス
ピードを競う勝ち抜き戦で、県内外よりＢ0チームあ
まりが参加します。勇壮な漕ぎ比べの中に水軍の歴
史・文化を感じることのできる参加型のイベントで
す。【前年度開催日：7/2Ｂ】

今治市
7月下旬
（予定）

サマーフェスタ 
in かみうら2016

❶多々羅しまなみ公園戸板海岸
❷サマーフェスタ in かみうら実行委員会
☎0ＤＥ7（Ｄ7）3000

立て干し網（素手による魚のつかみどり）・釣り堀・
ステージイベント・シーサイド市（予定）が行われ
ます。また、夜には花火が打ち上げられ、夜空を彩
ります。【前年度開催日：7/1Ｅ】

上島町
7月中旬
（予定）

松原海水浴場海開き
イベント

❶弓削島：松原海水浴場
❷上島町せとうち交流館（産業振興課）
☎0ＤＥ7（77）22Ａ2
hががp://くくく.がoくn.kamijima.lg.jp/

環境省快水浴場百選にも認定された松原海水浴場の
海開きイベント。バザーや各種催しを行い盛り上げ
ます。

上島町
7月下旬
（予定）

第10回こどもミニ島体
験キャンプ

❶上島町全地区
❷上島町教育委員会
☎0ＤＥ7（77）212Ｄ
hががp://くくく.がoくn.kamijima.lg.jp/

都会と島の子どもたちが、共に色々な特徴を持つ島
での体験を通じ、地域の方との交流や仲間同士での
助け合いなど自立した精神を養い、事業終了後も交
流が持てるイベントです。

中
　
　
　
予

松山市
7/3（日）

（予備日：7/10（日））
第28回松山市民グラウ
ンド・ゴルフ大会

❶松山中央公園運動広場
❷松山市スポーツ振興課
☎0ＤＥ（Ｅ4Ｄ）ＢＤＤＥ

公民館対抗のグラウンド・ゴルフ大会です。

松山市
7/17（日）

（予定）
十七夜堀江港祭り 祭

❶まつやま・ほりえ海の駅「うみてらす」
❷十七夜堀江港祭り実施委員会
☎0Ｅ0（47Ｄ4）ＡＤ47（渡部）

神事「厳島神社大祭」、花火大会などが催されます。

松山市
7/17（日）・

7/18（月・祝）

第23回
市民ミュージカル

「シンデレラ」

❶松山市総合コミュニティセンター
　キャメリアホール
❷（公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　市民文化振興課
☎0ＤＥ（Ｅ0Ｅ）Ｂ1Ａ3

小学生以上の市民を対象に出演者を募集し、ミュー
ジカルを開催します。

松山市
7月中旬
（予定）

ここ夏 鹿島！ 海びらき
フェスタ2016（仮）

❶北条鹿島公園
❷風早活性化協議会　
☎0ＤＥ（Ｅ4Ｄ）ＢＡＡＡ

北条鹿島公園にて夏の始まりを告げる海開きフェス
タが開催されます。

松山市
7月中旬～

8月下旬
（予定）

みんな集まれ!!
自由研究

❶坂の上の雲ミュージアム
❷坂の上の雲ミュージアム
☎0ＤＥ（Ｅ1Ａ）2Ｂ00
hががp://くくく.かakanoきenokきmomきかeきm.jp/

坂の上の雲ミュージアムや明治時代、松山などを題
材に自由研究のお手伝いをします。

愛媛県
松山市

７月中旬
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「掘ったぞな松山2016　
前期展」報告会

❶松山市考古館
❷松山市考古館　☎0ＤＥ（Ｅ23）Ｄ777
hががp://くくく.cきl２かpo.oお.jp/koきkokan

展示会を楽しく鑑賞するための、一般の方を対象と
した発掘調査を詳しく解説する報告会です。
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松山市 7/24（日）
人権啓発フェスティバル
2016

❶ 松山市総合コミュニティセンターキャメリアホー
ルほか

❷松山市人権啓発課　
☎0ＤＥ（Ｅ4Ｄ）Ｂ3Ｄ0
jinkenkeihaがき@ciがけ.maがかきけama.ehime.jp

人権に関する講演会のほか、各種団体の活動紹介等
のパネル展、物産展等各種販売を行います。

松山市
7/24（日）

（予備日：7/31（日））
第54回松山市青壮年
ソフトボール大会

❶別府市民運動広場ほか
❷松山市スポーツ振興課
☎0ＤＥ（Ｅ4Ｄ）ＢＤＤＥ

2週にわたって行われる公民館対抗のソフトボール大
会です。（1日目）

松山市 7/26（火）
松山市戦争犠牲者
平和祈念追悼式

❶平和記念広場（道後姫塚）
❷松山市市民参画まちづくり課
☎0ＤＥ（Ｅ4Ｄ）ＢＤ14

戦争犠牲者の追悼や小中学生による平和に関する作
文の朗読などを行います。

松山市 7/29（金）
第45回消防救助技術
四国地区指導会

❶ 松山中央公園
　【陸上：運動広場、水上：アクアパレットまつやま】
❷松山市消防局（総務課）
☎0ＤＥ（Ｅ2Ｂ）Ｅ234

四国地区の救助隊員約300人が集まり、人命救助に
必要な体力や技術力を競い合う地区大会を開催しま
す。

松山市
7/31（日）

（予備日：8/7（日））
第54回松山市青壮年
ソフトボール大会

❶別府市民運動広場
❷松山市スポーツ振興課
☎0ＤＥ（Ｅ4Ｄ）ＢＤＤＥ

2週にわたって行われる公民館対抗のソフトボール大
会です。（2日目）

松山市 7/31（日）

第55回1000万人
ラジオ体操・みんなの体
操祭

❶城山公園（松山市堀之内）
❷ 「1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭」事務局
☎0ＤＥ（Ｅ3Ｂ）Ａ274

ラジオ体操・みんなの体操の普及のため、テレビや
ラジオを通じて1000万人にも及ぶ人々に一斉にラジ
オ体操を行っていただきます。

松山市
7月下旬
（予定）

夏季子規塾

❶松山市立子規記念博物館（視聴覚室）
❷松山市立子規記念博物館
☎0ＤＥ（Ｅ31）ＡＡＢＢ
hががp://かikihakき.leかp.co.jp

有識者による子規や近代文学についての講演会が行
われます。

松山市
7月下旬
（予定）

釣島灯台旧官舎
サポートツアー

❶松山市泊町（釣島）
❷松山市文化財課
☎0ＤＥ（Ｅ4Ｄ）ＢＢ03

釣島灯台旧官舎をペンキ塗り等の保全作業を通じて
学ぶ、ボランティア体験学習会が行われます。

松山市
7月下旬
（予定）

ふれあい将棋教室

❶松山市総合コミュニティセンター・企画展示ホール
❷（公財）松山市文化・スポーツ振興財団
　市民文化振興課　
☎0ＤＥ（Ｅ0Ｅ）Ｂ1Ａ3

プロ棋士の指導対局や将棋大会を通じて、大人とこ
どものふれあいの場を提供するとともに、将棋への
興味・関心をより深めていただきます。

松山市
7月下旬

（１泊２日予定）
カブトムシキャンプ

❶松山市野外活動センター
❷松山市野外活動センター
☎0ＤＥ（Ｅ77）2400

親子を対象に、野外活動センター場内の自然や施設・
設備を生かした昆虫採集キャンプに挑戦します。

松山市
7月下旬
（予定）

夏休み親子市議会体験
ツアー

❶松山市議会本会議場
❷松山市議会事務局
☎0ＤＥ（Ｅ4Ｄ）ＢＢＡ0

夏休みに小学生と保護者を招き、議会に興味や親し
みを持ってもらうことを目的に、議会施設の見学や
模擬市議会を体験できるイベントを開催します。

松山市
7月下旬～

8月下旬
（予定）

特別企画展

❶松山市立子規記念博物館（特別展示室）
❷松山市立子規記念博物館
☎0ＤＥ（Ｅ31）ＡＡＢＢ
hががp://かikihakき.leかp.co.jp/

（詳細未定）

松山市
7月下旬
（予定）

風早海まつり
北条花火大会

❶北条港外港荷揚げ場
❷風早海まつり実行委員会
☎0ＤＥ（ＥＥ3）0ＡＢ7

鹿島海上沖合いの台船から打ち上げる花火大会が行
われます。

松山市
7月下旬
（予定）

Eトーク・キャンプ

❶松山市青少年センター（予定）
❷松山市青少年育成市民会議
☎0ＤＥ（Ｅ07）7Ｄ2Ｂ　
hががp://mbけc.jp/

市内中学生を対象に、英語圏からの留学生たちと一
緒に過ごす合宿イベントを開催します。

松山市
7月下旬
（予定）

平和資料展

❶松山市総合コミュニティセンター・
　コミュニティプラザ（予定）
❷松山市市民参画まちづくり課
☎0ＤＥ（Ｅ4Ｄ）ＢＤ14

戦争の悲惨さや平和の尊さを若い世代へ伝え、平和
意識の高揚を図るため、戦争の遺品や平和資料等の
展示、原爆等写真パネル展示、平和ビデオの上映、
平和の語り部などを行います。

松山市

7月～ 8月の
夏休み期間中

（全５回）
（予定）

小学生狂言教室
❶松山市民会館小ホール
❷松山市民会館
☎0ＤＥ（Ｅ31）Ｄ1Ｄ1

松山市内在住の狂言師が講師となり、小学生を対象
として「狂言」について時代背景や表現方法の解説と、
簡単な狂言の発声や所作を体験します。

愛媛県
松山市

7月～ 8月
（予定）

愛媛県・松山市連携事業
「掘ったぞな松山2016　
前期展」

❶松山市考古館
❷松山市考古館
☎0ＤＥ（Ｅ23）Ｄ777
hががp://くくく.cきl２かpo.oお.jp/koきkokan

愛媛県埋蔵文化財センターとの連携事業。松山市内
の発掘調査の成果をいち早く公開する展示会で、昨
年度発掘した出土品を展示します。関連事業として、
報告会、講演会などを行います。

松山市
7月～ 8月

（予定）
光のおもてなし in 松山城

❶松山城
❷松山市観光・国際交流課
☎0ＤＥ（Ｅ4Ｄ）ＢＡＡＢ

松山城で、光のおもてなしを行います。

東温市 7/3（日） 市民バレーボール大会
❶ツインドームほか
❷東温市生涯学習課
☎0ＤＥ（ＥＢ4）1Ａ00

市民を対象とする分館対抗バレーボール大会。
1部：バレーボール、2部：レクリエーションバレー
ボールを実施します。
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祭 祭事・伝統行事 花イベント スポーツイベント学習イベント▼区分別アイコンの説明

７
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月7
July

中
予
／
南
予

市町名 開催日 イベント名 区分 ①会場　②問い合わせ先 内容

中
　
　
　
　
予

東温市
7月第１土曜日～
8月最終日曜日

上林水の元そうめん流し
❶東温市上林水の元
❷上林水の元そうめん流しの会
☎0Ｅ0（1172）Ａ30Ｄ

皿ヶ嶺連峰県立自然公園の雄大な自然を背景に、道
後平野を眺めながら冷水で楽しむそうめん流しは格
別です。皿ヶ嶺登山や風穴を訪れた際に立ち寄るス
ポットとしても定着しています。

東温市 7/23（土）こどもスポーツ大会
❶ツインドーム他
❷東温市生涯学習課
☎0ＤＥ（ＥＢ4）1Ａ00

青少年健全育成や校区を越えての交流を図ることを
目的に、PTＭとの共催により、小学4年生以上の児童
を対象にソフトボール・キックベース・ミニバスな
どを実施します。

東温市
7月下旬の土曜日

（予定）
横河原土曜夜市

❶横河原駅前商店街
❷あかつき不動産
☎0ＤＥ（ＥＢ4）207Ｄ

横河原商工連盟青年部主催による土曜夜市で、伊予
鉄横河原駅前商店街が歩行者天国になります。夜市
では毎年大勢の方が足を運び、催し物としてはビン
ゴ大会、ビアガーデン、生バンド演奏や夜店など、
ほかにも様々なイベントが開催されています。

久万高原町
7/23（土）～

9/4（日）

面河山岳博物館
夏季特別展
「身近なあぶない生き物」
（仮題）

❶面河山岳博物館
❷面河山岳博物館
☎0ＤＥ2（ＡＤ）2130

有毒であったり病気を媒介するなど、人間にとって
危険な動物のうち身近な種類（スズメバチやダニ、
マムシなど）にスポットを当て、標本やパネルで紹介。
正しい知識を持つことでむやみに怖がる必要がない
こと、被害を受けた際の適切な処置を知ってもらい
ます。

久万高原町 7/31（日）
久万高原
ヒルクライムレース

❶久万高原町日野浦大谷
❷ＮＰＯ法人ＳＳＥＲ
☎0ＤＥ（ＥＢ0）ＢＥ0Ａ

旧美川スキー場を会場として、頂上美川嶺まで全長
1Ａ.4㎞の自転車によるヒルクライムレースが行われ
ます。

伊予市
7/17（日）
（予定）

双海の夏祭り

❶双海町一円
❷伊予市観光協会双海支部
☎0ＤＥ（ＥＥ4）ＡＤＡ2
hががp://iけokankoき.jｐ/

双海町の夏を彩るイベントで、町内住民と都市部住
民の交流を促進するために実施します。双海の海と
沈み行く夕日をバックに歌や踊りの催しが行われ、
花火大会でフィナーレを飾ります。

伊予市
7/22（金）・
7/23（土）
（予定）

なかやま夏まつり

祭

❶中山商店街ほか
❷伊予市観光協会中山支部
☎0ＤＥ（ＥＥ4）ＡＤＡ2
hががp://iけokankoき.jｐ/

中山音頭おどり、魚と遊ぼう大会、花火大会など楽
しい催し物が行われます。

伊予市
7/30（土）・
7/31（日）
（予定）

伊予彩まつり

祭

❶伊予港埠頭～商店街周辺
❷伊予市観光協会
☎0ＤＥ（ＥＥ4）ＡＤＡ2
hががp://iけokankoき.jｐ/

伊予市最大の夏まつり。約2１000人が参加する伊予
おどりパレードや約Ａ１100発を打ち上げる花火大会
などの多くのイベントが伊予港埠頭～商店街周辺の
広い範囲において２日間行われます。

砥部町
7/1（金）～
9/4（日）
（予定）

権現山流しそうめん

❶権現山休憩所
❷砥部町産業振興課
☎0ＤＥ（ＥＢ2）72ＤＤ
hががp://くくく.がoくn.がobe.ehime.jp/かiがe/
がokaidoＡ3がきgi/かhikiibenがo.hがml

神秘的な緑に包まれる権現山の麓で開催される流し
そうめん。砥部の夏の風物詩として定着しており、
毎年涼を求めてたくさんの人が訪れます。

【前年開催日：7/1 ～ Ｅ/Ｂ】

南
　
　
　
予

内子町 7/17（日）
元気わくわく川まつり
201Ｂ

❶内子町・小田川河川敷
❷五十崎自治センター
☎0ＤＥ3（43）1221
hががp://くくく.くe２loぎe２きchiko.jp/

小田川河川敷を舞台に、“川”と遊ぶことのできるイ
ベント。うなぎのつかみどり・釣り堀などのアトラク
ション満載で、お子様大喜び！

内子町 7月中旬の土曜日 うちこ夏まつり
❶内子町・本町商店街
❷うちこ夏まつり実行委員会
☎0ＤＥ3（44）20ＢＢ

江戸時代後期に始められたと伝えられている夏祭り
です。商店街で各商品を使った「造り物」コンクー
ルが行われます。各商店で趣向を凝らし、意外な素
材から作られている物も！

内子町 7/30（土）

ＫＡＷＡＭＵＲＡ
ＢＡＮＤ
内子座コンサート

❶内子座
❷内子町役場　町並・地域振興課
☎0ＤＥ3（44）211Ｄ

サザンオールスターズのトリビュートバンド、ＫＡＷ
ＡＭＵＲＡ　ＢＡＮＤの内子座コンサート。バックダ
ンサーとして福島県相馬市の子どもたちを招待し、
地元の子どもたちと交流を図るとともに、福島、南
予の特産市を併せて開催します。

大洲市
7/1Ａ（金）
（予定）

長浜海水浴場海開き
❶大洲市長浜
❷大洲市観光協会長浜支部
☎0ＤＥ3（Ａ2）1111

海水浴場での安全を祈願するため、神主を招いて神
事をとり行います。

大洲市
7月中旬の土曜

（予定）
大洲市道の駅「清流の里
ひじかわ」夜市

❶大洲市道の駅「清流の里ひじかわ」
❷㈱清流の里ひじかわ
☎0ＤＥ3（34）2700

舞台ショー、商業施設の出店、金魚すくい、射的な
どのゲーム、お楽しみ抽選会などイベントを行いま
す。

大洲市 7/21（木）水天宮花火大会

❶大洲市・柚木如法寺河原
❷大洲市観光協会　
☎0ＤＥ3（24）2ＢＢ4
hががp://くくく.ooげきkankoき.jp/

約1１Ａ00発の花火が夜空を染め、水郷大洲にこだま
する地元手作りの大イベントです。

大洲市
7月下旬
（予定）

夏季水泳学校
❶大洲市・肱川中村河原
❷大洲市中央公民館
☎0ＤＥ3（Ａ7）ＥＥＥ4

子供たちが、水に親しみながら泳ぎを覚えられるよ
うな内容であり、日本泳法主馬神伝流の基礎的な部
分についても学ぶことができます。
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産業まつり・

食イベント
サマーフェスティバル

音楽・芸術文化

イベント

地域おこし

イベント
ボランティア

７
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月7
July

南
予

市町名 開催日 イベント名 区分 ①会場　②問い合わせ先 内容

南
　
　
　
　
予

伊方町
7/31（日）

（予定）
きなはいや伊方まつり

❶伊方中学校グラウンド他
❷伊方町産業振興課商工振興室
☎0ＤＥ4（3Ｄ）0211（代表）
☎0ＤＥ4（3Ｄ）2ＢＡ7
hががp://くくく.がoくn.ikaがa.ehime.jp/

杜氏の里の酒まつりと食の祭典・伊方おどりの競
演・きなはいや市場・和太鼓の演奏・こどもすもう
伊方場所・活魚のつかみどり・ふれあい○×クイズ・
四電ふれあい広場・花火大会などが催されます。

【前年開催日：7/2Ｂ】

西予市
7/2（土）

（予定）
大早津海水浴場海開き

❶明浜町高山
　あけはまシーサイド・サンパーク
❷西予市明浜支所産業建設課
☎0ＤＥ4（Ｂ4）12Ｄ7

南予地方随一の大早津海水浴場。約300mの砂浜で
夏を思いっきり楽しむことができます。

西予市
7/3（日）

（例年7月の
第１日曜日）

どろんこ祭り 祭
❶城川町土居・三嶋神社（神田）
❷西予市観光協会城川支部
☎0ＤＥ4（Ｄ2）111Ｂ

牛による勇壮な代かきで始まり、若者達が繰り広げ
るどろんこ活劇「畦豆植え」、祭りの主役「大番」登
場の神楽「さんばい降し」でクライマックスをむかえ、
早乙女の手踊り、田植えと続きます。福まき、写真
コンクールも開催します。

西予市
7/9（土）

（予定）
俵津夏祭り

❶明浜町俵津・旧魚市場他
❷西予市明浜町俵津公民館
☎0ＤＥ4（ＢＡ）0001

祇園祭りから地域の夏祭りとなり、カラオケ大会、
花火、出店等が楽しめます。

西予市
7/21（木）

（予定）
バラ大師夏大縁日 祭

❶野村町阿下・バラ大師
❷永照寺
☎0ＤＥ4（72）12Ａ3

弘法大師がバラのトゲを封じたトゲナシバラで有名
です。四国八十八ヵ所のお砂踏み、そうめん流しな
どが行われます。

西予市 7月下旬
遊べや学べ明治の学校
一日体験入学

❶西予市宇和町卯之町三丁目110番地
❷開明学校
☎0ＤＥ4（Ｂ2）42Ｅ2

小学校3年生からＢ年生が対象。参加者全員が、カス
リの着物にワラ草履を履いて100年前の授業を体験
できます。

西予市
7月下旬～

8月上旬
アドベンチャースクール

❶野村町惣川
❷西予市教育委員会野村教育課
☎0ＤＥ4（72）1117

野村地区惣川の豊かな自然環境の中で、Ｂ泊7日（ア
ドベン）の自然体験を通して豊かな心を育てるキャ
ンプ活動です。

宇和島市
7/1（金）～

8/31（水）
クールシェア in 南楽園

❶津島町・南楽園
❷南楽園　☎0ＤＥＡ（32）3344
hががp://くくく.nanおekき.jp/
nanおekき@nanおekき.jp

暑い夏の園内を涼しく散策します。

宇和島市 7/2（土） 吉田町夏祭り
❶吉田・横堀河原周辺
❷宇和島市吉田支所産業建設係
☎0ＤＥＡ（4Ｅ）70Ｅ7

夏祭りとして県下トップをきって開催されます。地
元吉田小学校トランペット鼓笛隊パレードを皮切り
にみかん娘パレード、魚つかみ魚すくい大会、みこ
し巡行、流し踊り、御陣屋太鼓、走り込み、お札争
奪戦等が繰り広げられ、フィナーレには千余発の花
火が打ち上げられます。

宇和島市
7/15（金）

（予定）
由良神社裸まつり・
和舟競漕

祭
❶津島町・下灘地区
❷宇和島市立下灘公民館
☎0ＤＥＡ（3Ａ）0001

海の豊漁を祈願する行事。下灘地区を南北に分けて、
10丁櫓の木造舟二隻に、若者が一隻に30名程乗り
込み、押舟の競漕をします。

宇和島市
7/22（金）～

7/24（日）
和霊大祭・
うわじま牛鬼まつり

祭

❶市内各所
❷宇和島市商工観光課
☎0ＤＥＡ（24）1111
hががp://きかhioni.gaina.ne.jp/

22日夕方からは、宇崎竜童氏が手がけた曲に合わせ
て若者達が盛り上がるダンスイベント「ガイヤカー
ニバル」。23日は幼児・小学生らがミニサイズの牛
鬼を担ぐかわいらしい「子ども牛鬼パレード」・明る
く南国情緒にあふれ、ゆったりとした曲調の「宇和
島おどり」・宇和島湾海上からの「打上花火大会」。
24日の最終日は近隣の町村から牛鬼が大集合して町
を練り歩く、祭りの花形「親牛鬼パレード」、そして
夕刻からは和霊神社前の須賀川に山車と御輿が走り
込み、川の中央に立てた竹の先端に付けられた御幣
を奪い合う「走り込み」でフィナーレを迎えます。

宇和島市 7/24（日）
定期闘牛大会
和霊大祭場所

祭

❶宇和島市・市営闘牛場
❷宇和島市観光協会　
☎0ＤＥＡ（22）3Ｅ34
hががp://くくく.がoきgけき.com/

1が級の巨牛が激突します。角と角がぶつかり合う激
しい攻防戦です。

宇和島市 7月末 山家清兵衛展
❶伊達博物館
❷伊達博物館
☎0ＤＥＡ（22）777Ｂ

宇和島藩祖　伊達秀宗の重臣・山家清兵衛の甲冑の
特別展示。清兵衛は死後、市内にある和霊神社の祭
祀となりました。同神社の夏祭りの開催時期に合わ
せて特別公開します。

鬼北町
7月中旬～
8/31（水） 

（予定）

節安ふれあいの森
そうめん流し

❶節安ふれあいの森
❷鬼北町日吉支所
☎0ＤＥＡ（44）2211
hががp://くくく.がoくn.kihokき.ehime.jp/かiがe/
kanko２e/Ｅ42.hがml

四万十川の支流、広見川の源流部にある節安ふれあ
いの森で、地元特産のしいたけやゆず、わさび、ミョ
ウガをふんだんに使った薬味たくさんの贅沢なそう
めんを味わえます。地元のおばちゃん特製のだしも
絶品です！

（料金）中学生以上Ｂ00円 小学生300円 幼児200円

鬼北町 7/25（月） 近永夏祭り 祭
❶鬼北町・弓滝神社ほか
❷鬼北町商工会
☎0ＤＥＡ（4Ａ）0Ｄ13

弓滝神社の夏の例祭にあたり、花火大会や夜店、ビ
アガーデンが開催されます。毎年会場は観客であふ
れています。

鬼北町 7/31（日） 成川渓谷ピザ祭り
❶鬼北町奈良・成川渓谷休養センター
❷鬼北町企画振興課
☎0ＤＥＡ（4Ａ）1111

成川渓谷にピザ窯を設置し、地元の素材を生かした
手作りピザ体験を提供します。
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祭 祭事・伝統行事 花イベント スポーツイベント学習イベント▼区分別アイコンの説明

７
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月7
July

南
予
／
愛
媛
県

市町名 開催日 イベント名 区分 ①会場　②問い合わせ先 内容

南
　
　
　
　
予

鬼北町 7月下旬 せせらぎ魚っちんぐ
❶節安ふれあいの森
❷鬼北町日吉支所（日吉一希を起こす会）
☎0ＤＥＡ（44）2211

アマゴのつかみどりや渓流釣り大会、子どもを対象
とした川の勉強会など夏を満喫できるイベントが満
載です。会場の節安ふれあいの森では、地元特産の
しいたけやゆず、わさびをふんだんに使った贅沢な
そうめん流しを味わうこともできます。地元有志団
体「日吉一希を起こす会」が主催しています。

松野町 7月中旬 森の国ゆかたまつり

❶松野町駅前広場
❷松野町商工会
☎0ＤＥＡ（42）0Ａ0Ａ
hががp://くくく.maがかきno２かci.oお.jp/

松丸駅前で昔懐かしい「夏の夕べ」のお祭りを行い
ます。商店街は浴衣姿の人々で埋め尽くされ、懐か
しいレトロな雰囲気が漂います。

【前年開催日：雨天中止】

松野町
7/29（金）～

7/31（日）

四万十源流の里まつり 
源流サミット in 愛媛県
松野町

❶滑床渓谷、虹の森公園など
❷松野町森の国創生課
☎0ＤＥＡ２42２111Ｂ

全国22市町村が集い源流域の未来について考えるイ
ベント。源流サミットをはじめ源流域のグルメやア
ウトドアを体験できます。

松野町
7月・8月期間中の
主に土日、祝日に

開催
滑床まつり

❶国立公園滑床渓谷をはじめ松野町内
❷松野町森の国創生課
☎0ＤＥＡ（42）111Ｂ
hががp://くくく.がoくn.maがかきno.ehime.jp/

滑床まつりは7月～ Ｄ月の主に土日祝日に行われるイ
ベントを総称したもので、主に滑床渓谷で開催され
ます。長年定着したイベントから新たに企画された
イベントなど、2 ヶ月の間に4つのイベントで森の国
は盛り上がります。

《参考》滑床渓谷シャワートレッキング（滑床渓谷）
　　　 滑床水着モデル撮影会（滑床渓谷）
　　　 滑床ファミリーアドベンチャー（滑床渓谷）
　　　 森の国の夏祭り（虹の森公園周辺）

松野町 7月 桃まつり
❶道の駅　虹の森公園まつの
❷道の駅　虹の森公園まつの
☎0ＤＥＡ（20）Ａ00Ｂ

松野町の特産品といえば桃！！道の駅虹の森公園の
青空市場では桃農家自慢の桃の販売が行われます。
商品をお買い上げの方に地元桃農家主婦が作る絶品
桃ゼリーのプレゼントもあります。

【前年度開催日：7/12】

松野町 7月
滑床渓谷
シャワートレッキング

❶国立公園滑床渓谷
❷滑床を愛する会事務局　
☎0ＤＥＡ（42）111Ｂ
hががp://くくく.geociがieか.jp/nameがoko_aiかきおきkai/
indeぐ.hがml

国立公園滑床渓谷のマイナスイオンを体いっぱいに
浴びることができるイベント。沢登り、滝すべりな
どで初夏の渓谷を冒険します。

【前年開催日：7/2Ｂ】

松野町
7月

（未定）
水着モデル撮影会

❶滑床渓谷
❷滑床写遊事務局
☎0ＤＥＡ（42）1103

滑床渓谷での水着モデル撮影会。
【前年開催日：中止】

愛南町
7/16（土）

（予定）
愛南町一本松夏まつり

❶一本松地域
❷一本松夏まつり実行委員会（仮称）

一本松地域で夏まつりを開催します。花火も打ち上
げ予定です。

愛南町

7/30（土）・
7/31（日）

1泊2日
（予定）

海人キャンプ in 愛南
（仮称）

❶須ノ川海岸・須ノ川公園
❷内海公民館（ＰE・あ・い２１内）
☎0ＤＥＡ（ＤＡ）１０２１

「えひめいやしの南予博」の地域コアイベントとして
キャンプフェスティバルを開催します。マリンレ
ジャー・マリンフード販売等、愛南町の豊かな自然・
美味しい食材等たっぷりとお楽しみいただけます。

愛南町
7月

（予定）

愛南サッカー
フェスティバル2016

（小学生の部）

❶南レク3号城辺公園・あけぼのグラウンドほか
❷愛南町教育委員会生涯学習課
☎0ＤＥＡ（73）1111

県内・外の小学生を対象として、Ｂ年生以下、4年生
以下の2部門に分けてサッカー大会を開催します。

愛
　
媛
　
県

砥部町
7/1（金）～
7/31（日）
（予定）

動物愛護に関する標語
の募集

❶とべ動物園
❷とべ動物園　☎0ＤＥ（ＥＢ2）Ｂ000
hががp://くくく.がobeげoo.com/

動物愛護週間にちなんで動物愛護精神の普及啓蒙を
図るため標語募集を実施します。

宇和島市
7/1（金）～
8/31（水）

南レクジャンボプール
開園

❶南レクジャンボプール
❷南レクジャンボプール　☎0ＤＥＡ（73）0170
hががp://くくく.nanおekき.jp/
nanおekき@nanおekき.jp

フリーフォール、スパイラルスライダー、造波プール、
流水プールなどが揃った四国最大規模のレジャー
プールです。

松山市 7/2（土）湯築市

❶道後公園
❷湯築城資料館　☎0ＤＥ（Ｅ41）14Ｄ0
hががp://くくく.dogokoきen.jp
info@dogokoきen.jp

道後公園内で地域・地区の名産品等の販売等を通じ
て道後地区の活性化と連携を図っていきます。

松山市
7/2（土）～
7/28（木）

県美術館企画展
「再興第100回院展」

❶松山市・愛媛県美術館
❷愛媛県美術館　☎0ＤＥ（Ｅ32）0010
hががp://くくく.ehime２aおが.jp/
bijけきがきkan@pおef.ehime.jp

日本美術院による院展は、正統な日本画の伝統を現
在に伝える展覧会として確固たる地位を築いていま
す。再興第100回という節目を迎えるにあたり、改め
て日本画の現在を俯瞰し、院展の本県美術に与えた
影響を振り返ることは大変貴重です。関連事業とし
て同人の先生方による解説も計画されており、教育
的にも大変意義のある企画です。

松山市 7/9（土）湯築城歴史塾

❶子規記念博物館
❷湯築城資料館　☎0ＤＥ（Ｅ41）14Ｄ0
hががp://くくく.dogokoきen.jp
info@dogokoきen.jp

中世の河野氏や湯築城など伊予中世史の重要なテー
マについての講座を開催。専門家の最新の研究成果
をわかりやすく解説します。

松山市
7月初旬
（予定）

スポーツ教室体験
フェスタ

❶愛媛県総合運動公園
❷（公財）愛媛県スポーツ振興事業団
☎0ＤＥ（ＥＢ3）3211
hががp://くくく.epかc.jp
info@eco２かpo.com

バドミントン、太極拳といったスポーツ教室を無料
で体験できるイベントを開催します。【前年開催日：
7/1Ｂ】
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産業まつり・

食イベント
サマーフェスティバル

音楽・芸術文化

イベント

地域おこし

イベント
ボランティア

７
月

イイ トト
カカ レレ ンンダダーー
ンンベベ

月7
July

愛
媛
県

市町名 開催日 イベント名 区分 ①会場　②問い合わせ先 内容

愛
　
媛
　
県

松山市 7月上旬
第11回愛媛県障害者
スポーツ大会（水泳）

❶未定
❷愛媛県障害福祉課
☎0ＤＥ（Ｅ12）2423

県内在住の身体・知的障害者を対象にしたスポーツ
競技大会。

愛媛県
7月上旬～

8月下旬
えひめ環境大学

❶未定
❷愛媛県環境政策課
☎0ＤＥ（Ｅ12）234Ａ
kankけoき@pおef.ehime.jp

県内在住の環境関連の実務者や環境保全活動者など
を対象に、より高度な環境知識の習得を図るため、
学識経験者や環境分野の専門家を講師として迎え、

「えひめ環境大学」を開催します。【前年開催日：
7/11、7/1Ｄ、7/2Ａ、Ｄ/1、Ｄ/Ｄ】

西予市
7/16（土）～

8/31（水）

県歴史文化博物館
特別展

「TRAIN WORLD!」

❶西予市・愛媛県歴史文化博物館
❷愛媛県歴史文化博物館　
☎0ＤＥ4（Ｂ2）Ｂ222
hががp://くくく.i２おekihakき.jp/

近年愛媛県で鉄道に関する関心が高まっています。
本展では、「ミニSL坊ちゃん列車」や「ダンボール製
しおかぜ」の体験ゾーンを設けて、鉄道ファンが期
待するマニア性と親子連れが期待するアミューズメ
ント性の双方を盛り込み、鉄道の高速化と電化の歩
みを紹介します。

愛媛県
7月中旬～ 
10月下旬 

（予定）
農林水産参観デー

❶農林水産研究所〔松山市〕
　農林水産研究所果樹研究センター〔松山市〕 
　 農林水産研究所果樹研究センターみかん研究所
〔宇和島市〕

　農林水産研究所畜産研究センター〔西予市〕 
　 農林水産研究所畜産研究センター養鶏研究所
〔西条市〕

　農林水産研究所林業研究センター〔久万高原町〕 
　農林水産研究所水産研究センター〔宇和島市〕 
　 農林水産研究所水産研究センター栽培資源研究

所〔伊予市〕
❷ 愛媛県農産園芸課（詳細については各機関まで

お願いします。）
☎0ＤＥ（Ｅ12）2ＡＡＥ

研究所の研究成果の展示や研究施設・ほ場の公開等
を行うほか、技術相談コーナーの開設や関係機関・
団体による協賛展なども実施します。
 

【各機関連絡先】
農林水産研究所　
☎0ＤＥ（ＥＥ3）2020
農林水産研究所果樹研究センター
☎0ＤＥ（Ｅ77）2100
農林水産研究所畜産研究センター
☎0ＤＥ4（72）00Ｂ4
農林水産研究所林業研究センター
☎0ＤＥ2（21）22ＢＢ
農林水産研究所水産研究センター
☎0ＤＥＡ（2Ｅ）023Ｂ

松山市
7/30（土）～

9/19（月・祝）

県美術館企画展
「ブータン～しあわせに
生きるためのヒント～」

❶松山市・愛媛県美術館
❷愛媛県美術館
☎0ＤＥ（Ｅ32）0010
hががp://くくく.ehime２aおが.jp/
bijけきがきkan@pおef.ehime.jp

本展は、201Ｂ年がブータンと日本の国交樹立30周
年となることを記念して、ブータン唯一の博物館で
ある「ブータン国立博物館」の全面的協力を仰ぎ、
同館が所蔵する文化資料（仏像、曼荼羅、民族楽器、
金属細工、農具等）や仮面Ａ0点余等を展示し、ブー
タン王国とその文化を多様な切り口で紹介するもの
です。

松山市
7/30（土）～

9/11（日）

愛媛人物博物館企画展
「二宮忠八と大空への夢」
（仮）

❶松山市・愛媛県生涯学習センター人物博物館
❷愛媛県生涯学習センター
☎0ＤＥ（ＥＢ3）2111

愛媛県ゆかりの偉人・賢人について、常設展示では
紹介できない魅力的で学術的にも意義深い内容の展
示を行います。

松山市
7/31（日）

（予定）
魚つかみ取り大会 祭

❶道後公園
❷湯築城資料館
☎0ＤＥ（Ｅ41）14Ｄ0
hががp://くくく.dogokoきen.jp
info@dogokoきen.jp

小学生以下の子供を対象に道後公園内の水路で魚の
つかみ取り体験を実施します。

【前年開催日：7/2Ｂ】

松山市
7/31（日）

（予定）
防災訓練

❶道後公園
❷湯築城資料館　☎0ＤＥ（Ｅ41）14Ｄ0
hががp://くくく.dogokoきen.jp
info@dogokoきen.jp

道後公園が非常時の避難場所になっていることから、
近隣の自主防災組織と共催での防災訓練が実施され
ます。【前年開催日：7/2Ｂ】

松山市
7/31（日）

（予定）
湯築城跡出前教室

❶道後公園
❷湯築城資料館　☎0ＤＥ（Ｅ41）14Ｄ0
hががp://くくく.dogokoきen.jp
info@dogokoきen.jp

小学生以下の子供を対象に湯築城についての歴史な
どの教室を実施します。

【前年開催日：7/2Ｂ】

愛媛県
7月下旬
（予定）

青少年の非行・被害
防止県民大会

❶未定
❷愛媛県男女参画・県民協働課
☎0ＤＥ（Ｅ12）241Ａ（直）

｢青少年の非行・被害防止強調月間」（7月）の事業の
一環として、県民の非行・被害防止意識の高揚を図
り、県民総ぐるみによる青少年の健全育成を推進す
るために大会を開催します。【前年開催日：7/2Ｄ】

愛媛県
7月下旬～

8月上旬
身の回りの放射線測定
体験教室

❶東・中・南予各１回
❷愛媛県原子力安全対策課
☎0ＤＥ（Ｅ12）23Ａ2
hががp://くくく.pおef.ehime.jp/hＥＥＥ01/hＥＥＥ01.
hがml
genかhiおけokきanげen@pおef.ehime.jp

夏休みの期間に、小学4年生から中学生及びその保
護者を対象に目に見えない放射線を観察・測定する
親子体験型学習イベントです。

【前年開催日：7/2Ｂ、Ｄ/2・3】

砥部町
7月

（予定）
サマースクール

（小学生の部）

❶とべ動物園
❷とべ動物園
☎0ＤＥ（ＥＢ2）Ｂ000
hががp://くくく.がobeげoo.com/

動物の飼育管理などを通じて飼育の正しい知識と動
物愛護精神の普及のため実施します。

（対象：小学4・Ａ・Ｂ年生、定員あり）【前年開催日：
7/2Ｄ、30】

砥部町 7月 or 8月
サマースクール

（親子の部）

❶とべ動物園
❷とべ動物園
☎0ＤＥ（ＥＢ2）Ｂ000
hががp://くくく.がobeげoo.com/

動物の飼育管理などを通じて飼育の正しい知識と動
物愛護精神の普及のため実施します。

（対象：小学1・2・3年生の親子、定員あり）【前年
開催日：Ｄ/7】
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